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法人募金へのご協力
ありがとうございました
ア

1

31

五十音（アイウエオ）順⃝敬称略

平成 年 月 日から 月 日
まで、ご芳志を寄せられた法人
の皆さまです。心よりお礼申し
上げます。

エ

エ
⃝イエスエムトランスポート
㈱ ⃝栄建築設計事務所 ⃝㈱
Ａ・Ｓ経営システム ⃝㈱エーダイ食
品 ⃝駅前商店街振興組合 ⃝㈱エコ
ー ⃝エッグセンター庄内㈲ ⃝㈲エ
ヌティ・メディカル ⃝㈱エビスヤ漢
方薬局 ⃝エビスヤ薬局瑞穂
〔㈲ミズ
ホメディカル〕 ⃝江部耳鼻咽喉科医
院 ⃝㈲M・K電装商事 ⃝㈲エムア
ンドエムサービス ⃝Eriko HA
IR SALON ⃝ ㈱ エ ル デ ッ ク
⃝園芸プラザ庄内 ⃝遠田建設㈱ ⃝
エンタ板金工業㈱ ⃝㈲遠田林産 ⃝
えんや住設㈲

オ

（医）

10

⃝㈲五十嵐板金 ⃝いくま内科胃腸科
クリニック ⃝㈱池田 ⃝㈲イケダ楽
器 ⃝㈱池田金物 ⃝池田外科胃腸科
医院 ⃝池田歯科医院 ⃝㈲池田車体
⃝㈱池田 庄内営業所 ⃝池田内科医
院 ⃝ 池田内科医院浜中診療所 ⃝
池田バラ園 ⃝㈲池田屋商店 ⃝㈲イ
ケマサ商店 ⃝居酒屋かめちゃん ⃝
居酒屋 荘㐂や ⃝㈱石井製作所 ⃝
㈱石井ボデー ⃝石川クレーン ⃝石
川住器㈱ ⃝石川整形外科医院 ⃝石
黒内科医院 ⃝石沢内科胃腸科医院
⃝石塚歯科医院 ⃝泉運輸㈱ ⃝いず
み工務所 ⃝泉歯科診療所 ⃝㈲一條
製材所 ⃝一宮運輸㈱酒田営業所 ⃝
厳島神社 ⃝一幸食堂 ⃝㈲一刀管
工設備 ⃝㈲伊藤建材工業 ⃝㈱伊藤
建築設計事務所 ⃝伊藤公認会計士事
務所 ⃝㈱いとう 傳兵エ会館 ⃝い
ばらき呉服店 ⃝㈱今井造園土木 ⃝
今村教材店 ⃝㈱イリサワ酒田支店
⃝イワタニ東北㈱酒田営業所 ⃝㈱イ
ンテック ⃝インテリア和島㈱ ⃝㈱
インテルノ

ウ

大
⃝井外科胃腸科医院 ⃝大井
建設㈱ ⃝㈱大泉 ⃝大川税理
士事務所 ⃝大川接骨院 ⃝ 太田医
院 いちごレディースクリニック ⃝
㈱大谷事務機 ⃝㈱オードヴィ庄内
⃝㈲オートサービス酒田 ⃝㈱オート
メンテナンス ⃝㈲オートライフ富士
⃝大沼酒店 ⃝大沼歯科医院 ⃝大場
建設㈱ ⃝㈲大橋屋酒店 ⃝大町歯科
診療所 ⃝㈲大宮自動車整備工場 ⃝
㈲大宮電気工事 ⃝尾形製材所 ⃝
尾形内科胃腸科医院 ⃝岡田内科循環
器科クリニック ⃝荻原耳鼻咽喉科医
院 ⃝㈲奥山自動車整備工場 ⃝㈱Ｏ
ＳＣＯ さくら薬局 ⃝㈱ＯＳＣＯ た
ぶの木薬局 ⃝㈱ＯＳＣＯ ひらた町
調剤薬局 ⃝おせんそば ⃝㈲小野工
務店 ⃝小野鮮魚店 ⃝小野寺自動車
⃝㈲小野寺板金

カ

（宗）

29

上
⃝田診療所 ⃝上ノ山自転車
⃝㈲植松不動産鑑定事務所 ⃝
㈱ウェルボン ⃝㈱ウサ ⃝羽前建設
㈱ ⃝㈲羽藤酒店 ⃝㈲梅田食品製造
本舗 ⃝㈲梅津農機商会 ⃝ 雲照寺
⃝ 雲龍寺

経営研究所 ⃝㈱カクタ ⃝影沢内科
医院 ⃝㈱カスタムエージェント ⃝
仮設機材工業㈱ ⃝華苔 ⃝
（社福）
か
たばみ会 ⃝割烹食堂伊豆菊・すし処
武蔵 ⃝㈱加藤組 ⃝㈲加藤敬太郎商
店 ⃝㈲加藤工業所 ⃝㈲カトウ工房
⃝加藤酒店 ⃝加藤歯科医院 ⃝㈱加
藤繁治商店 ⃝㈲加藤石材店 ⃝加藤
総業㈱ ⃝㈲加藤鉄工所 ⃝㈱カナヤ
⃝かなや ⃝㈱カナン ⃝㈱カネコ商
会酒田営業所 ⃝カメイ㈱酒田支店
⃝亀ヶ崎歯科医院 ⃝かめがさき整形
外科 ⃝㈲香梅咲 ⃝㈱カメラのトラ
ヤ酒田 ⃝かもめ動物クリニック ⃝
かもめ薬局富士見店 ⃝㈱川栄建築
⃝川口耳鼻咽喉科クリニック ⃝㈲川
村 ⃝㈲川村青果 ⃝かわむら動物病
院 ⃝眼科海野医院 ⃝㈱観光タクシ
ー ⃝環清工業㈱ ⃝丸藤建築㈲ ⃝
㈱上林鉄工所

キ

鬼海小児科医院 ⃝菊勇㈱
⃝
⃝㈲菊池菓子舗 ⃝㈲菊池電気
⃝木田工業㈱ ⃝北庄内森林組合 ⃝
㈱キタセキ酒田南給油所 ⃝北日本オ
イル㈱ ⃝北日本音響㈱ ⃝北日本建
材 リ ー ス ㈱ ⃝ 北 日 本 車 輌 ㈱ ⃝（ 社
福）北 の か が や き ⃝ 北 星 印 刷 ㈱ ⃝
㈱北村商会 ⃝㈲木村屋 ⃝㈲キャッ
トハンドサービス ⃝㈱キャリア・ア
シスト ⃝キューブワン情報㈱ ⃝協
同組合プロパンセンター ⃝きれん耳
鼻咽喉科医院 ⃝㈱近畿日本ツーリス
ト東北酒田営業所 ⃝㈱金生園緑化
⃝近尚堂薬局こあら店

ク

九木原歯科診療所 ⃝㈲暮四
⃝
季工房 ⃝クリーンサービス㈱
⃝㈱グリーンシステム ⃝車のみどり

1

（医）

㈱
⃝カーポート庄内 ⃝ 海晏
寺 ⃝ 快雲寺 ⃝カイエイ薬
局 ⃝ 海向寺 ⃝㈲海野コンタクト
レンズ ⃝花王㈱酒田工場 ⃝㈲科学
（宗）

（医）

12

（宗）

㈲
⃝アース測量 ⃝㈱アートテ
ック ⃝㈱アーバンルック ⃝
愛光舎田村牛乳 ⃝アイビークリーニ
ング ⃝㈱あいファーマシー ⃝青木
皮膚科医院 ⃝あおば労務管理事務所
⃝あかしや薬局あきほ店 ⃝あかしや
薬局錦町店 ⃝㈲赤谷建築設計事務所
⃝㈱茜谷商店金物部 ⃝㈱茜谷商店石
油部 ⃝㈱茜谷商店木材部 ⃝㈱秋田
屋商店 ⃝㈲飽海松山給油所 ⃝アグ
リ・プラス㈲ ⃝㈲あけぼの運輸 ⃝
浅野管工設備㈱ ⃝浅野内科 ⃝朝日
生命保険 庄内営業所 ⃝㈲旭鋲螺製
作所 ⃝アジア㈱酒田営業所 ⃝アス
カモータース ⃝地域密着型特別養護
老人ホームあずま ⃝阿蘇食品㈱ ⃝
㈲アテネスポーツ ⃝アテネ幼稚園
°比加曽 ⃝阿部エンジニ
⃝㈱アトリエ
アリング㈱ ⃝㈲阿部管工 ⃝阿部建
設㈱ ⃝阿部産業㈱ ⃝あべ歯科医院
⃝㈱阿部製材所 ⃝㈲阿部鮮魚店 ⃝
安倍鮮魚店 ⃝㈲阿部鉄工所 ⃝㈲ア
ベ電業社 ⃝㈲阿部弥太郎商店 ⃝ア
ベ薬局 ⃝㈲阿部ローソク店 ⃝㈱ア
ポロ月山 ⃝㈲アムザ ⃝荒生木材㈲
⃝アラセモータース ⃝㈱有海 ⃝
ALSOK山形㈱酒田支社 ⃝㈲アル
バ ⃝ 安祥寺 ⃝安藤建設㈱酒田営
業所

イ

イ
⃝ーグル工業㈱ ⃝五十嵐工
業㈱ ⃝五十嵐歯科松山診療所
⃝五十嵐総機㈱ ⃝㈱イガラシ装飾

（宗）

（宗）

（宗）

（相）

（宗）

⃝㈱佐藤総業 ⃝㈲佐藤長蔵商店 ⃝
佐藤庭香苑 ⃝㈱佐藤伝兵エ薬局 ⃝
㈲佐藤道庵商店 ⃝さとう内科クリニ
ック ⃝㈲佐藤米穀商店 ⃝佐藤モー
タース ⃝㈲佐藤与吉商店 ⃝㈱佐藤
由松商店 ⃝㈲サトーボデー ⃝ み
のり会 真田医院 ⃝沢木電装 ⃝沢
田歯科医院 ⃝特別養護老人ホーム
サン・シティ ⃝㈲サンアールクロモ
リ ⃝㈱三栄電機工業 ⃝サン機工㈱
⃝三協建設工業㈱ ⃝㈲三光自動車ボ
デー工場 ⃝㈱三晃電気 ⃝㈲サンシ
ン産業 ⃝産直たわわ ⃝㈲山王電子
サービス ⃝㈱三要 ⃝ 山容会 ⃝
三洋塗料販売㈱ ⃝㈱サンライズ機工
⃝㈱サンライズスポーツ ⃝㈱サンリ
ブ ⃝三和シャッター工業㈱酒田営業
所 ⃝㈱三和商会

シ
ジ
⃝イ・アイ・テイー㈱酒田工
場 ⃝㈱ＣＦＣ山形 ⃝㈲ジオ
ックス ⃝自家焙煎珈琲店 草木舎
⃝㈱シグマックス ⃝獅子屋果実店
⃝㈱地蔵の湯旅館 ⃝志田建設㈱ ⃝
持地院 ⃝㈱シナリーラフィーネ
⃝㈲地主園茶店 ⃝シノブ工業 ⃝信
夫電気店 ⃝渋谷建設㈱荘内支店 ⃝
㈱渋谷板金 ⃝島貫小児科医院 ⃝島
や ⃝清水商店 ⃝㈱秀電社酒田店
⃝特別養護老人ホーム 寿康園 ⃝笑
快晴 ⃝
（社福）
正覚会 ⃝㈱商工組合
中央金庫酒田支店 ⃝ 正常院 ⃝
正徳寺 ⃝ 浄徳寺 ⃝㈱荘内インテ
リア ⃝荘内運送㈱酒田営業所 ⃝㈱
庄内エコポリス ⃝庄内園芸緑化㈱
⃝荘内ガス㈱ ⃝㈲庄内機器サービス
⃝㈱庄内給食センター ⃝㈱荘内銀行
観音寺支店 ⃝㈱荘内銀行酒田営業部
⃝㈱荘内銀行酒田北支店 ⃝㈱荘内銀

（医）

ヌ

沼
⃝本接骨院

㈲
⃝にいか ⃝新潟運輸㈱酒田
支店 ⃝㈱ニーズ ⃝新井田薬
局 ⃝新井野法律事務所 ⃝肉の堀
⃝西尾医院 ⃝㈱錦 ⃝ニシザキ食品
販売㈱酒田営業所 ⃝西塚かまぼこ店
⃝㈱ニシムラ ⃝西村鉄工㈱ ⃝西屋
⃝㈱日情システムソリューションズ
⃝㈲日向川砂利 ⃝㈲新田正男商店
⃝日通酒田物流㈱ ⃝日通庄内運輸㈱
⃝㈱日東軽金 ⃝日本製紙木材㈱酒田
営業所 ⃝日本海金属工業㈱ ⃝日本
海水産㈱ ⃝㈱日本海防災 ⃝日本重
化学工業㈱酒田事業所 ⃝㈱ニューオ
ート荘内 ⃝ニューどさん娘

ニ

㈲
⃝内藤製作所 ⃝㈲中島建工
⃝長島整形外科クリニック ⃝
㈲中島精肉店 ⃝㈱仲條建設 ⃝㈲な
かせ ⃝㈱永田プロダクツ ⃝長浜建
設 ⃝㈲中村イトヤ本店 ⃝中村塗料
販売㈱ ⃝㈲中山商店 ⃝㈱中山板金
塗装工業 ⃝㈲ナガヤマ薬局 ⃝鍋林
㈱酒田営業所 ⃝㈲ナリサワ ⃝㈱成
沢運輸

ナ

ス酒田営業所 ⃝㈲とがしスポーツ
⃝ 德念寺 ⃝㈲時計めがね宝石の平
和堂 ⃝ドコモショップ酒田北店 ⃝
㈲登坂商店 ⃝戸田薬局 ⃝㈱トッパ
ンプリント ⃝㈲富重 ⃝とみ将 ⃝
㈲都美屋 ⃝㈱トム旅行 ⃝㈱巴組
⃝土門歯科医院 ⃝㈱ドモン設備機械
⃝㈲土門電気 ⃝㈲富山鉄工所 ⃝㈲
豊岡会計事務所 ⃝トヨタカローラ山
形㈱酒田泉町店 ⃝ドラッグヤマザワ
山居町店

（宗）

㈲ ⃝グローバルピッグファーム㈱酒
田営業所 ⃝くろき脳神経クリニック
⃝黒澤建設工業㈱庄内営業所 ⃝くろ
もりアルファフーズ㈱

酒田曳船㈱ ⃝酒田カイハツ生コンク
リート㈱ ⃝酒田海陸運送㈱ ⃝酒田
管工事協同組合 ⃝酒田北新橋郵便局
⃝酒田共同火力発電㈱ ⃝㈱酒田クイ
ーンダンススクール ⃝㈱酒田グリー
ンホテル ⃝（一財）
酒田建設会館 ⃝
酒田合同タクシー㈱ ⃝㈲酒田寿商事
⃝酒田コンサル㈱ ⃝酒田市水道トー
タルサポートセンター共同組合 ⃝酒
田市袖浦農業協同組合本所 ⃝㈲サカ
タ志田工務店 ⃝酒田酒造㈱ ⃝酒田
商工㈱ ⃝酒田商工会議所 ⃝㈲酒田
水道設備 ⃝㈲酒田スバル自動車 ⃝
㈲酒田スワンタクシー ⃝酒田西部電
機工業㈱ ⃝酒田第一タクシー㈱ ⃝
㈱酒田タイヤ工業 ⃝酒田玉姫殿 ⃝
酒田地域福祉事業所ヘルパーステーシ
ョンこだま ⃝ 酒田地区医師会 ⃝
酒田地区歯科医師会 ⃝酒田地区薬剤
師会 ⃝酒田駐車ビル㈱ ⃝酒田通信
機工業㈱ ⃝酒田鐵工協同組合 ⃝㈱
酒田デンキ ⃝酒田電気工事協同組合
⃝酒田天然ガス㈱ ⃝酒田塗装㈱ ⃝
酒田東病院 ⃝㈱サカタフーズ ⃝
酒田ふれあい商工会 ⃝酒田まちづく
り開発㈱ ⃝㈱サカタマツダ自動車
⃝酒田木材工業団地協同組合 ⃝酒田
屋菓子店 ⃝酒田臨港開発㈱ ⃝㈲酒
田臨床検査センター ⃝酒田レンタル
㈱ ⃝桜井医院 ⃝サクラダホンダ
⃝佐々木歯科医院（北新町） ⃝佐々木
歯科医院（中町） ⃝㈲佐々木富造商店
⃝㈱佐々木プレス工業所 ⃝笹原商店
㈱酒田営業所 ⃝ 社団さつき会 ⃝
さとう眼科クリニック ⃝佐藤組 ⃝
佐藤工業所 ⃝佐藤歯科医院 ⃝㈲佐
藤商会（金山） ⃝㈲佐藤昭二商店 ⃝
さとう小児科医院 ⃝㈲佐藤生花店
⃝佐藤整形外科医院 ⃝㈱佐藤製材所

千代田

ツ
㈱
⃝司縫製 ⃝司ボデー㈱ ⃝
TSUTAYA酒田北店 ⃝土
田歯科医院 ⃝敦井産業㈱酒田営業所
⃝鶴岡信用金庫酒田営業部 ⃝鶴岡信
用金庫戸野町支店 ⃝鶴岡信用金庫東
大町支店 ⃝鶴岡信用金庫富士見町支
店 ⃝鶴岡信用金庫若竹町支店 ⃝ツ
ルカンシステム㈱ ⃝㈱鶴電工業 ⃝
㈱弦巻

テ
T
⃝&日本メンテ開発㈱ ⃝デ
イサービスセンターみすみ ⃝
デイサービスセンターめぐみ ⃝テッ
ク両羽㈱ ⃝テラオカ薬局 ⃝㈱テル
ナイト酒田工場 ⃝㈱出羽 ⃝出羽工
業㈱ ⃝㈱出羽自動車教習所 ⃝㈱出
羽測量設計 ⃝ 天正寺 ⃝電成興業
㈱山形工場

ト

（医）

（宗）

ケ

宗
⃝渕寺

内 ⃝㈲設備プランナーアソ ⃝㈱セ
フティ両羽 ⃝㈱セブン・マークス
⃝ 善称寺 ⃝せんじん商事㈱ ⃝㈱
センタージムキ ⃝ 善導寺 ⃝善べ
え ⃝㈱仙北屋山内 ⃝ 泉流寺

ソ
タ

㈱
⃝第一設備 ⃝第一塗販㈱
⃝第一物産㈱ ⃝ダイカン物産
㈱ ⃝タイコー警備保障㈱ ⃝㈱大黒
屋 ⃝ 大信寺 ⃝㈲大誠警備保障
⃝大成商事㈱ ⃝大同運送㈱ ⃝大東
工業㈱ ⃝㈱第二物産 ⃝大平工業㈱
⃝太平興業㈱荘内支店 ⃝㈱大丸不動
産 ⃝太洋自動車工業㈱ ⃝㈱太洋設
備工業 ⃝㈱大和エンジニア ⃝㈱ダ
イワ電器 ⃝大和電設工業㈱山形支店
⃝髙木整形外科クリニック ⃝高砂水
道㈲ ⃝高千穂リース ⃝㈱タカハシ
会計 ⃝㈲タカハシ建装 ⃝高橋建装
⃝高橋建築㈱ ⃝㈲高橋さく井工業
⃝髙橋歯科医院 ⃝高橋商店計量所㈲
⃝㈲髙林建材 ⃝高見台歯科診療所
⃝タカラ重機㈱酒田支店 ⃝多機能型
介護ステーションぬくもり ⃝㈲宅の
店 ⃝タクミ歯科診療所 ⃝㈱武田庄
二商店酒田支店 ⃝㈱田越海洋建設
⃝田毎 ⃝ダスキン大宮支店 ⃝橘工
業㈱酒田営業所 ⃝立花産業㈱ ⃝楯
の川酒造㈱ ⃝田中塗装 ⃝㈱谷口商
店 ⃝㈲田畑造花店 ⃝㈱タマツ ホ
ームケア荘内酒田店 ⃝㈱暖工業

チ

（医）

土
⃝井酒店 ⃝㈱ト一屋本部事
務所 ⃝㈱東京ガス圧接八幡工
業所 ⃝東光計測㈱庄内営業所 ⃝ト
ウジデザイン ⃝東ソー・クオーツ㈱
酒田工場 ⃝東邦運輸㈱ ⃝東邦酒田
水素㈱ ⃝東北エプソン㈱ ⃝東北環
境開発㈱酒田支店 ⃝東北企業㈱酒田
支店 ⃝東北機工㈲ ⃝㈱東北共栄社
⃝東北興産㈱ ⃝㈱東北住設 ⃝東北
第一物流㈱酒田支店 ⃝東北電化工業
㈱酒田営業所 ⃝東北電機鉄工㈱ ⃝
東北東ソー化学㈱酒田工場 ⃝東北発
電工業㈱酒田支社 ⃝㈱東北萬国社酒
田営業所 ⃝東北銘醸㈱ ⃝東北メン
テナンス工業㈱ ⃝東北リネン㈱ ⃝
東北労働金庫酒田支店 ⃝東洋開発㈱
⃝冨樫クリニック ⃝富樫歯科医院
⃝とがし歯科クリニック ⃝㈱トガシ

（宗）

ケ
⃝アサポートひばり㈲ ⃝ケ
アホームわかみやの郷 ⃝㈲げ
んき保険事務所 ⃝ 健友会

コ
こ
⃝あら歯科クリニック ⃝㈱
小いけ酒田店 ⃝㈲こい勢 ⃝
㈲幸栄住宅 ⃝ 光岩寺 ⃝ 光国寺
⃝（社福）光風会 ⃝ 宏友会 ⃝㈲弘
陽 商 事 ⃝ ㈱ 光 洋 製 作 所 ⃝ 紅 蘭（ 観
音寺） ⃝コーユ㈱ ⃝㈱小島商店
⃝小島薬局 ⃝小鷹印刷㈲ ⃝後藤牛
乳 ⃝㈲後藤建設 ⃝㈲後藤商店 ⃝
㈲後藤農機 ⃝ゴトー自動車 ⃝㈱コ
トブキ ⃝こども医院さいとう ⃝㈲
小林土建 ⃝小松医院 ⃝㈱小松組
⃝㈲小松左官設備 ⃝小松歯科診療所
⃝㈱小松写真印刷 ⃝小松商事 ⃝小
松物産㈱酒田支店 ⃝㈱小松屋 ⃝小
松屋 ⃝㈱コミュニテイ新聞社 ⃝㈱
五勇組 ⃝㈱是谷建装 ⃝近藤医院
⃝今野医院 ⃝㈱今野運輸 ⃝近野自
動車部品㈱ ⃝㈱今野商店

サ

（宗）

㈲
⃝斎藤組 ⃝斎藤クリニック
⃝齋藤建材 ⃝㈱斉藤工業所
⃝㈲斎藤工芸 ⃝さいとう歯科医院
⃝斎藤製縄工場 ⃝㈱さいとう精肉店
⃝㈲斎藤丹次郎鉄工所 ⃝㈲斎藤鉄工
所 ⃝㈱斎藤農機製作所 ⃝斎藤板金
㈱ ⃝齋藤屋根工事店 ⃝㈲斎藤勇治
建具店 ⃝ 社団健好会 サイトー内
科 ⃝酒井鈴木工業㈱ ⃝酒井内科医
院 ⃝㈱栄地建 ⃝栄飯店 ⃝㈲酒田
アロー ⃝酒田医療看護動物病院 ⃝

（宗）

㈲
⃝チアーズ ⃝地神建設㈱
⃝ 長渕寺 ⃝鳥海カルシウム
㈱ ⃝㈱鳥海自動車学園 ⃝眺海の森
さんさん ⃝鳥海やわた観光㈱ ⃝㈱

行酒田中央支店 ⃝㈱荘内銀行酒田東
支店 ⃝㈱荘内銀行新橋支店 ⃝㈱荘
内銀行東部酒田支店 ⃝㈱荘内銀行緑
ヶ丘支店 ⃝庄内空港ビル㈱ ⃝庄内
交通㈱酒田営業所 ⃝荘内自動車工業
㈱ ⃝㈱庄内品川 ⃝荘内証券㈱ ⃝
荘内振興㈱ ⃝庄内倉庫㈱ ⃝㈲庄内
宅建 ⃝庄内定温輸送㈱ ⃝荘内電気
設備㈱ ⃝㈱庄内電工 ⃝庄内電話設
備工業 ⃝㈱荘内日報社酒田支社 ⃝
㈲庄内繁殖農場 ⃝荘内米穀商業協同
組合 ⃝荘内防災工業㈱ ⃝庄内みど
り観光バス㈱ ⃝庄内みどり農業協同
組合本所 ⃝庄内ヤクルト販売㈱ ⃝
浄福寺 ⃝㈱昭和管工設備 ⃝食事
処 いこい ⃝ しらさき ⃝白戸歯
科医院 ⃝㈱真栄社 ⃝新栄水産㈲
⃝伸栄伝導機工㈱ ⃝新光電機㈲ ⃝
㈱信田製畳 ⃝㈲進藤建築設計事務所
⃝ 眞量院 ⃝㈱新和 ⃝進和工業㈱
⃝辰和工業㈱酒田事業所 ⃝㈲伸和自
動車ガラス ⃝進和整備㈱ ⃝㈱新和
設備
（名）

ノ

⃝青原寺 ⃝㈲清野製作所
⃝㈱西洋割烹 花月 ⃝瀬尾薬
局駅東店 ⃝㈲関川瓦工務店 ⃝㈱セ
キノ興産酒田店 ⃝㈱セキュリティ庄

セ

菅井木材工業㈱ ⃝㈲スカワ
⃝
庄内 ⃝菅原瓦工事店 ⃝菅原
外科内科医院 ⃝㈱菅原工務所 ⃝㈲
菅原石油販売 ⃝㈱菅原鮮魚 ⃝菅原
内科胃腸科医院 ⃝菅原冷蔵㈱ ⃝㈲
鈴木製パン ⃝鈴政 ⃝㈱ススム自動
車商会 ⃝㈲スタジアム ⃝㈱スタジ
オ・サイトー ⃝㈲ストア三吉 ⃝㈱
須藤製作所 ⃝スナック羽山 ⃝すま
いる ⃝SLEEK

ス

（宗）

農業科学㈱ ⃝㈱農村通信社
⃝

ファースト機工㈱ ⃝農事組
⃝
合法人 ファーム北平田 ⃝ファ
ッションの店 田賀㈲ ⃝㈲フィッシュ
オン根上釣具店 ⃝㈱福祉のひろば
⃝㈲福祉用品やまがた ⃝福田道路㈱
酒田営業所 ⃝藤井正寿法律事務所
⃝富士鉱油㈱酒田支店 ⃝㈲フジスト
ア ⃝藤谷菓子舗 ⃝ふじみ不動産
⃝㈱富士安商店 ⃝㈲仏壇のさとう
⃝㈱ふとんの池田 ⃝㈲フミヤ靴店
⃝麓井酒造㈱ ⃝ぷらす矯正歯科 ⃝
フラワーショップ金子 ⃝㈱ブランチ
酒田工場 ⃝㈱ブルー ⃝ブルースヒ
ロ ⃝フルテック㈱庄内営業所 ⃝ふ

フ

（日吉町） ⃝㈱東
⃝日枝神社
根菓子舗 ⃝㈱光印刷 ⃝㈲日
出輝無線サービス ⃝日之出石油㈱
⃝㈱日野プランニング ⃝ひまわり薬
局 ⃝美容室フィーユ ⃝兵藤鉄筋㈱
⃝ 日吉歯科診療所 ⃝㈱日和農機
⃝平岡海運倉庫㈱ ⃝㈱平尾工務店
⃝㈱平田牧場 ⃝ひらた悠々の杜㈱
⃝㈱平野新聞舗 ⃝㈱平牧工房 ⃝㈱
広野鉄工

ヒ

㈱バーンフュージョン ⃝㈱
⃝
配電工業 ⃝ハクヨウ電気㈱
⃝㈲橋本兼蔵商店 ⃝ハセガワ産業
⃝㈱畑山 ⃝羽田スクリーン印刷㈱
⃝八森菓子店 ⃝㈱花笠食品 ⃝花の
家割烹食堂 ⃝㈲はなやＫＵＲＩＴＡ
⃝㈲花慶 ⃝㈱ハムシステム庄内 ⃝
㈱早藤工務店 ⃝㈱原田瓦工業 ⃝パ
ラマウントケアサービス㈱酒田センタ
ー ⃝パワーリハデイサービス酒田

ハ

（宗）

（宗）

（宗）

（宗）

（宗）

（医）

（宗）

（社）

（医）

（医）

（医）

（宗）

（医）

2
3

（宗）

（宗）

（宗）

（宗）

ヘ
⃝アースタイリング・ろーぜ
すと ⃝ベルナール酒田

庄建設 ⃝㈲丸正電気工事 ⃝㈱丸高
⃝㈲丸伝 ⃝㈲マルナカ化粧品店 ⃝
丸本器械㈱ ⃝マルホンマート八幡店
⃝丸芳設備工業㈲ ⃝㈲丸和水道工業
所 ⃝満月 ⃝万年歯科医院

ミ
㈱
⃝ミウラ工業 ⃝㈱ミカニク
ス ⃝㈱ミサキ ⃝㈱御園 ⃝
三谷税理士事務所 ⃝㈱三井特装車サ
ービス ⃝㈲三ツ和美装 ⃝㈱みどり
サービス ⃝㈱みどり電化チェーン本
部 ⃝源川医科器械㈱酒田営業所 ⃝
港タクシー㈱ ⃝㈱南東北クボタ ⃝
ミナモト電気㈱ ⃝㈲宮海日石 ⃝㈲
ミヤマ農機商会 ⃝ミュージアムアイ
ワークスファクトリー ⃝ 妙法寺
⃝三好屋

ム

睦
⃝宅建㈲ ⃝村岡歯科医院
⃝㈱村上キカイ ⃝村上内科小
児科医院 ⃝㈱ムラヤマ酒田工場

メ

明
⃝治安田生命保険 山形支社
酒田西営業所 ⃝㈱メカニック
⃝㈲めぐみ薬局 ⃝㈱メコム ⃝㈱メ
ルマック

モ

最
⃝上川カントリークラブ ⃝
最上建設工業㈱ ⃝㈱最上部品
⃝もぎ歯科医院 ⃝㈱モトタテ ⃝守
川整形外科医院 ⃝守屋機工㈱ ⃝諸
星外科内科クリニック

ヤ

㈲
⃝家岸造船所 ⃝ 八雲神社
⃝㈲安島建築構造設計事務所
⃝㈱安田池田組 ⃝㈱安田組 ⃝㈲安
田畜産 ⃝㈱山内塗装工業 ⃝山形い
すゞ自動車㈱酒田営業所 ⃝山形エス
シーエス㈱ ⃝山形エンジニアーズ㈱

⃝山形オートリサイクルセンター㈱
⃝山形空調㈱酒田支店 ⃝山形警備保
障㈱庄内支社 ⃝
（地独）
山形県・酒田
市病院機構日本海総合病院 ⃝山形県
漁業協同組合 ⃝山形県産食品㈱ ⃝
山形県自家用自動車協会酒田支部
⃝山形県酒類卸㈱酒田支店 ⃝山形県
信用保証協会酒田支店 ⃝山形県農業
共済組合 ⃝㈱山形スズキ ⃝山形ス
バル㈱酒田店 ⃝山形ゼロックス㈱酒
田営業所 ⃝㈱山形測器社酒田営業所
⃝山形ダイハツ販売㈱酒田店 ⃝㈲山
形データセンター ⃝㈲山形電設 ⃝
山形トヨタ自動車㈱酒田店 ⃝山形日
産自動車販売㈱両羽店 ⃝㈲山形農芸
⃝山形パナソニック㈱庄内営業所 ⃝
㈲山形汎用 ⃝㈱山形光商事 ⃝㈱山
形ビルサービス庄内支社 ⃝山形富士
電機㈱酒田営業所 ⃝山形陸上運送㈱
庄内営業所 ⃝㈲山崎建築設計事務所
⃝山崎製パン㈱酒田営業所 ⃝㈱ヤマ
ザワ旭新町店 ⃝ヤマザワ山居町店
⃝ヤマザワ東大町店 ⃝山蔦歯科医院
⃝ヤマニ歯科医院 ⃝山原整形外科ク
リニック ⃝山米商事㈱酒田営業所
⃝山本医院 ⃝やまもとペットクリニ
ック ⃝㈲八幡園芸緑化 ⃝㈲ヤワタ
オートサービス ⃝八幡電子工業㈱
⃝㈲八幡内装 ⃝八幡燃料㈱ ⃝八幡
の餅屋 ⃝八幡ボデー

ヨ

㈱
⃝ユアテック酒田営業所 ⃝
有輝電気㈲ ⃝㈱ユーシーシー
フーヅ酒田営業所 ⃝㈱ユーテック

ユ

（社）

㈲
⃝陽広電気工事店 ⃝㈲横綱
⃝横山歯科医院 ⃝吉泉接骨院
⃝吉田医院 ⃝吉宮㈱ ⃝㈲吉宮堂
⃝㈱萬谷 ⃝㈱よろずライフ

ラ

リ

㈲ライフケミカル ⃝ランチ
⃝
工房 いしこう

㈱リサイクルセンター ⃝立
⃝
正佼成会 ⃝ 龍嚴寺 ⃝㈱リ
ュウズ ⃝ 流川寺 ⃝㈱両羽 機材
部 ⃝両羽漁業協同組合 ⃝両羽自動
車㈱ ⃝両羽商事㈱ ⃝㈱両羽測量
⃝両羽ロジスティクス㈱ ⃝㈲料理の
千葉 ⃝ 林昌寺

レ

㈲レディースソーイングナカ
⃝
ダ ⃝レンタカーササキ㈲

（宗）

ト一屋高見台店 ⃝ト一屋駅東店 ⃝ト
⃝
一屋千石町店 ⃝ト一屋みずほ店 ⃝ト一
屋中町店 ⃝ト一屋新橋店 ⃝エーコープ
庄内みどり ⃝イオン酒田南店 ⃝マルホ
ンカウボーイ酒田店 ⃝ザ・ビッグ酒田北
店 ⃝ヤマザワ旭新町店 ⃝ヤマザワ東大
町店 ⃝ヤマザワ山居町店 ⃝こぴあコー
プ酒田 ⃝コープなかのくち ⃝八文字屋
酒田店 ⃝夢の倶楽 ⃝海鮮市場 ⃝みな
と市場 ⃝ホームセンタームサシ酒田店
⃝マリーン 清水屋 ⃝中町中和会商店街
振興会

街頭募金にご協力いただいた店舗

YSP酒田 ⃝㈲若葉旅館
⃝
⃝㈱若松建設 ⃝和光食材㈱
⃝和光電気工事㈱ ⃝㈲和島水道 ⃝
外科内科渡邊クリニック ⃝渡部興業
㈱ ⃝㈲渡部電気工事 ⃝㈱ワタベ工
芸 ⃝ワタライ食品 ⃝㈱渡会電気土
木酒田営業所

ワ

ロイヤルネットワーク㈱ ⃝
⃝
ローソン酒田西野店 ⃝ロータ
スガーデン
（畠山） ⃝㈲ロダン

ロ

（宗）

れあいヘルパーサービス指定訪問介護
事業所 ⃝㈱フレッシュ ⃝㈱ふれんど

ヘ
ホ

峰
⃝鷲院 ⃝㈱豊洋産業 ⃝㈱
ホームクリエート ⃝㈱ホーム
センターチャンピオン ⃝北辰工業㈱
酒田営業所 ⃝㈱北都銀行酒田支店
⃝㈱北陽 ⃝北海道交通観光㈱ ⃝㈱
堀田家具製作所 ⃝ホテルイン酒田
⃝ホテルリッチ＆ガーデン ⃝㈱ボヌ
ール ⃝㈲堀自動車整備工場 ⃝㈲堀
商会農機オート ⃝㈱堀電気水道設備
⃝ホワイト歯科医院 ⃝ 本慶寺 ⃝
㈱ホンダウイング荘内 ⃝本間機材㈱
⃝㈱本間組山形営業所 ⃝ほんまクリ
ニック ⃝㈱本間建設 ⃝㈱本間工務
社 ⃝本間産婦人科医院 ⃝本間歯科
医院 ⃝㈲本間商会 ⃝ ほんま内科
胃腸科医院 ⃝ 本間美術館 ⃝本立
信成㈱ ⃝本立不動産㈱

マ
マ
⃝ート三沢㈲ ⃝マーブル
⃝㈱マイ・トラベル ⃝㈲前田
紙店 ⃝㈱前田商店 ⃝前田製管㈱
⃝㈲政木電気 ⃝㈱ましま家具店ホー
ムデコ酒田 ⃝真島畜産㈲ ⃝㈲升田
缶詰 ⃝㈱町田 ⃝松岡㈱ ⃝ まつ
ざわ眼科 ⃝㈲松田会計事務所 ⃝ま
つだ食品㈱ ⃝松山温泉 眺望の宿
観音湯 ⃝㈲松山ガス ⃝松山観光㈲
⃝松山車輛㈲ ⃝松山郵便局 ⃝まつ
や薬局 ⃝㈱マリーン５清水屋 ⃝㈱
マルイチ商会 ⃝㈲マルイ電気商会
⃝㈱丸運ロジスティクス東北 ⃝㈱丸
加商店 ⃝丸輝石油㈱ ⃝㈲マルキ設
備 ⃝丸銀食品㈱ ⃝㈱丸幸 ⃝㈱丸
（医）

（宗）

5

（宗）

（医）

（宗）

（相）

（宗）

（財）
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